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【浮体式洋上超大型風力発電機設置実証事業 準備書での対応状況表】 

No 分類 意見の内容 事業者の見解・回答 準備書での対応等 

1 経済産

業大臣

勧告 

調査、予測及び評価について 

１．対象事業実施区域及びその周辺における自然的状況

及び社会的状況について、東日本大震災後の状況把握に

努め、環境影響評価準備書に記載すること。 

できる限り最新の状況を踏まえ、環境影響評価準備書に記載し

ます。 

第３章 対象事業実施区域及びその周囲の概況につい

て、東日本大震災後の状況を把握するべく、準備書作成に

際しては、方法書時点での収集した情報についても再度情

報収集並びに関係各所へのヒアリングを実施し、可能な限

り最新の資料を収集いたしました。 

東日本震災以前の資料しか参照できなかった事項につ

いても、現状とは異なっている可能性を含んでいるものの

、対象事業実施区域及びその周辺の概況を把握する上で重

要と捉え、第３章にて整理しております。 

上記の旨は、19ページ、第３章の冒頭部分に記載してお

ります。 

 

2 ２．水中騒音の調査について、深層部における測定を検

討すること。 

ご意見を踏まえ、深層部での測定についても実施を検討します

。 

水中騒音について、方法書時点では測定水深は中間層と

しておりましたが、現地調査では深層部も追加測定いたし

ました。 

調査手法はp.197、調査結果の概要並びに予測及び評価

の結果はp.228以降に示しております。 

3 ３．鳥類の定点観察調査について、時刻の違いによる飛

翔数の変化を考慮した調査を実施するとともに、天候の

違いによる飛翔数の変化を考慮した調査の実施につい

て検討すること。 

日周の飛翔数の変化を把握するため、採餌により活動が最も盛

んになる朝の時間帯に加え、補足的に午後についても定点観察

調査を実施します。 

天候による飛翔数の変化について、当該海域の海象条件は非常

に厳しく、荒天時に出航し調査を行うことは安全上不可能です

。そのため、事後調査の位置付けとなりますが、先行して設置

予定の浮体サブステーションにレーダーを取り付け、天候によ

る鳥類の飛翔数の変化を調査します。このような沖合でのレー

ダーを用いた調査は実施例がなく、また揺れる浮体上でのレー

ダー調査についても初の試みとなります。 

得られた結果については、本事業の保全対策に反映するととも

に、今後の洋上風力の環境影響評価に資するため、取り纏めて

公表します。 

採餌により活動が最も盛んな朝の時間帯の調査を基本

とし、四季通じて実施致しました。それに加え、午後調査

として、春季及び夏季に定点観察調査を実施し、時間帯別

に調査結果を取り纏めております（朝の調査：p.291～312

、午後調査：p.313～314）。 

天候の違いについては、左欄にお示ししたとおり、荒天

時の出航は不可能であるため、事後調査として船舶レーダ

による鳥類の飛翔状況調査を実施致します。この事後調査

の内容については、p.498に示しております。 
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No 分類 意見の内容 事業者の見解・回答 準備書での対応等 

4 ４．漁業生物について、表層及び中層の調査を実施する

こと。 

底層の調査に加え、海産哺乳類や海鳥の餌資源となる小型魚類

を中心に、表層及び中層についても、船曳網による調査を実施

します。 

表層及び中層の浮魚類を対象とした調査（船曳き網調査

及び計量魚群探知機調査）を実施致しました。 

調査手法はp.210～212、219に、調査結果の概要はp.397

～412に示しております。 

5 環境審

査顧問

会意見 

１．環境影響評価準備書の作成に当たっては、環境影響

評価法、電気事業法及び「発電所の設置又は変更の工事

の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係

る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定

するための指針、環境の保全のための措置に関する指針

等を定める省令」（以下「主務省令」という。）の規定

に基づき、環境影響評価の項目、調査・予測・評価の手

法及びこれらの結果等、必要な事項を遺漏なく記載する

こと。特に、対象事業の目的及び内容、環境保全措置並

びに事後調査については、具体的かつ詳細に記載するこ

と。 

ご指摘の点を踏まえて準備書の作成を行います。 左欄の内容に留意し、準備書の作成を行いました。 

6 ２．環境影響評価の項目の選定に当たっては、本事業に

係る事業特性及び地域特性を適切に整理した上で、主務

省令別表第５の参考項目を勘案し適切に選定するとと

もに、その選定理由を明確にすること。 

方法書において項目の検討、理由の記載を行っております。

p.4-2～4-4をご覧ください。 

準備書p.193～195に記載しております。 

7 ３．環境影響評価の調査・予測に当たっては、主務省令

別表第１０の参考手法を勘案しつつ、事業特性及び地域

特性を踏まえ、調査・予測の妥当性を明らかにして適切

に実施すること。また、評価に当たっては、調査及び予

測の結果並びに環境保全措置等を踏まえ、評価の根拠及

び検討経緯を明らかにし、対象事業の実施による環境影

響が事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避

され、又は低減されているものであるか及び環境の保全

についての配慮が適正になされているものであるかを

検討すること。 

環境影響評価の調査・予測並びに評価に当たっては、ご指摘の

点を踏まえて実施致します。 

左欄の内容に留意し、準備書の作成を行いました。 

8 第２ 具体的事項 

１．対象事業実施区域と改変区域（工事区域、アクセス

道路、樹木の伐採範囲等）を明確に区分し、土地の掘削

浮体式洋上風力発電機を設置するため、海底の地形等の改変は

ありません。対象事業実施区域は、本事業の対象となる2つの

7,000kW風力発電機だけでなく、別事業にて先行設置される

左欄に示した内容のとおり、準備書の作成を実施しまし

た。 
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No 分類 意見の内容 事業者の見解・回答 準備書での対応等 

や盛土、アクセス道路の設置、樹木の伐採等の土地の改

変がどこで行われ、どのように修復するのか分かる図面

を添付すること。 

2,000kW風力発電機及び浮体式洋上変電所も含めて設定し、こ

れらを含めた複合的な影響について予測、評価を行います。ま

た対象事業実施区域は、各浮体のアンカー設置箇所より1km離

隔を取った範囲として設定致しました。 

9 ２．風力発電所の配置（変電設備、管理棟、既存設備等

含む）が不明なため、工事の仕上がりなど、全体像が分

かる図面を添付すること。 

現時点での風力発電所の配置は、方法書p.2-3～2-8に示すとお

りです。 

方法書時点と風力発電所の位置は変更ありません。 

風力発電所の位置等の資料は、準備書のp.6～12に示す

とおりです。 

10 ３．評価については、必要な調査データを取得・整理し

、できるだけ定量的な評価を行うこと。 

得られる調査データについては定量化できるような手法を用

いることしております。例えば、 

 

海鳥：1kmピッチ毎の飛翔高度別個体数や単位時間あたりの

飛翔高度別個体数 

魚類：単位時間あたりの漁獲個体数や湿重量など 

魚卵・稚仔，動物プランクトン：採取に用いるネットには濾

水計をつけ、単位体積あたりの個体数や種類数を算出 

植物プランクトン：単位体積あたりの種類数や細胞数に換算 

 

などがあげられます。これらの結果を用いて、可能な限り定量

的な予測、評価の手法を採り入れるよう致します。 

左欄に示した内容について、調査結果を準備書にて記載

致しました。それらの結果を踏まえて、予測評価を実施致

しました。 

11 ４．工事車両の運行ルート、工事による大気質への影響

や住民に対する配慮についての記述が不十分なため、工

事に伴う騒音振動予測を記載すること。 

風力発電機の設置（浮体係留）は約18km沖の海上にて実施する

ため、住民等への影響は及びません。また工事に用いる船舶に

よる水中音に関する影響について予測・評価を行います。 

既往文献より、工事中の水中音を引用し、それらの数値

をもとに水中音の予測・評価を実施致しました。これらは

準備書p.236～238に記載しております。 

12 ５．低周波音については、「低周波音の測定に関するマ

ニュアル」（環境庁大気保全局策定）に基づき評価を行

うとともに、Ｇ特性だけでなく、周波数特性も示すこと

。 

対象事業実施区域から民家までは約18km離れており、住民等へ

の低周波音の影響は及びません。空中音は水中に伝わることは

ほとんどないこと（竹村（2005） 水生動物の音の世界．188p

）が報告されています。ただしタワーから浮体を通じ水中に音

が伝わる可能性が考えられるため、これらの水中音に関する影

響について予測、評価を行います。 

左欄に示す水中音については、着床式での事例を引用し

、予測評価を実施致しました。これらの結果は、準備書

p.239～242に記載しております。 

13 ６．水の濁り（濁水対策）に係る記述がないため、河川

、湖沼等の類型指定の状況、沈砂地等の処理能力や処理

方法を具体的に示すこと。 

風力発電機の設置（浮体係留）の際に、水の濁りがわずかなが

ら発生する可能性が考えられるため、評価項目として選定して

おります。 

水質（水の濁り）については、評価書p.243～276に記載

しております。 
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14 ７．生態系については、何を指標（注目種）とし、どの

ような調査・評価を行うのか具体的に記載すること。 

海域における生態系については、種の多様性や種々の環境要素

が複雑に関与し、最新の知見においても未解明な部分が多いと

されています。また上記を踏まえ「発電所に係る環境影響評価

の手引」（経済産業省，2007）においても参考項目として取り

上げられておりません。「平成23年度環境影響評価技術手法（

大規模施設等解体事業及び海底改変事業）調査業務報告書」（

環境省・いであ株式会社，2012）では水深がやや深い（200m以

浅）の海域の生物情報は非常に少なく、生態系に係る評価の考

え方が確立されていないため、基礎的な情報を整備し、知見を

蓄積した上、将来的に評価手法等を検討、確立していく必要が

あるとされています。これらのことから、本事業においても生

態系については非選定とし、個々の分類群において定量的な予

測、評価を実施することと致しました。 

（記載なし） 

15 ８．居住地等生活環境からの景観、人と自然との触れ合

いの場、緑化及び修景に係る記述がないため、これらを

追加すること。 

風力発電機は陸上から約18km沖に設置されます。高さ243.5m（

2基のうち最高到達点が高い方の値）で18km離れた場合の視角

は0.775°であり、景観的にほとんど気にならないとされる1°

を下回っているため影響はほとんどないと考えられるものの、

公園や海浜、道の駅からの景観に関して予測・評価を行うこと

としております。 

景観については、準備書p.468～485に記載しております

。 

16 ９．シャドーフリッカー（風車の影）、廃棄物、残土及

び塗装からの有害物質に係る記述がないため、これらを

追加すること。 

風力発電機は陸上から約18km沖に設置され、十分離隔があるた

め住居等にシャドーフリッカー（風車の影）の影響が及ぶ可能

性はありません。「平成23年度環境影響評価技術手法（大規模

施設等解体事業及び海底改変事業）調査業務報告書」（環境省

・いであ株式会社，2012）では、シャドーフリッカーが海生生

物へ及ぼす影響に関する知見はなく、評価の考え方が確立され

ていないため、基礎的な情報を整備し、知見を蓄積した上、将

来的に評価手法等を検討、確立していく必要があるとされてい

ます。また同書ではヨーロッパにおける洋上風力発電所におけ

る魚類等の海生生物の生物量に増加傾向が認められることか

ら、シャドーフリッカーによる海生生物への影響は考え難いと

指摘されています。これらのことから、本事業においてはシャ

ドーフリッカーについて非選定としました。 

設置後実施する各分類群のモニタリング調査の結果から、シャ

ドーフリッカーの影響の有無についても考察したいと考えて

廃棄物については準備書p.486に記載しております。 
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おります。 

 廃棄物については、方法書に記載しましたとおり、評価項目

として選定しております。また残土は発生致しません。 

 塗装からの有害物質の溶出に関しては、雨滴等により化学物

質等が流出することはありません。 

17 １０．ｗｉｎｄ ｔｕｒｂｉｎｅ ｎｏｉｓｅに卓越した

純音成分（約１００ヘルツから２００ヘルツまでの範囲

）及びｓｗｉｓｈ音の程度について記載すること。 

現時点では本事業で設置する大型風力発電機は製造に向け準

備中です。引き続き風車メーカーから情報の収集に努め、上記

の情報が得られた場合、準備書もしくは評価書にて記載致しま

す。 

現時点においても大型風力発電機は準備中とのことで、

情報収集ができておりません。 

評価書の取り纏めの際、もしくは事後調査報告書取り纏

めの際に、記載するよう致します。 

18 １１．資材搬入、管理道路の計画について図示し、資材

搬入道路の拡幅工事等について影響評価を行うこと。 

風力発電機設置箇所への資材搬入はすべて海上にて行います。

また洋上風力であるため、管理道路はありません。 

（記載なし） 

19 １２．工事車両の運行は大気環境に影響を及ぼすため、

工事車両の運行経路を考慮し、必要に応じ最寄りの大気

環境の現況を示し評価すること。 

最寄りの一般大気観測局（広野及び楢葉）の大気環境の現況は

、方法書ｐ.3-5～3-10に示しております。風力発電機の設置は

船舶を用い実施致します。 

（記載なし） 

20 １３．施設の稼働時に管理棟等を設ける場合は、生活排

水の処理に係る記述を追加すること。 

発電所は洋上となるため、トイレ、水道設備は設置しないため

、生活排水は発生致しません。また陸上には現場監視所を設け

る予定ですが、生活排水は下水道処理等適切に処理致します。 

（記載なし） 

21 １４．対象事業実施区域の現況確認については、現存植

生図だけでは現状との照合が難しいため、現状が確認で

きる至近の航空写真、図面等を添付すること。 

（洋上風力発電事業であるため省略） （記載なし） 

22 １５．動植物相の調査について、調査ルートの設定に際

しては、樹木の伐採等の改変区域を包含するよう考慮す

ること。特に、注目種が改変区域に分布しているのか、

又は非改変区域に分布しているのか分かるよう調査す

ること。 

風力発電機設置箇所を含め、調査地点及びライン等、広域の状

況を押さえられるよう、調査範囲を設定致しました。 

（記載なし） 

23 １６．風車が目立たないように、風景の中に溶け込むよ

う検討すること。 

景観だけでなく、鳥類や航行の視認性等を踏まえ検討を行うよ

う致します。 

検討した結果、風力発電機の色彩を、背景になじみやす

いとされる薄いグレーを採用し、海域の景観との調和をは

かりました。 
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24 １７．近傍の風力発電所との複合的な環境影響が考えら

れる場合は、可能な範囲で予測・評価するよう努めるこ

と。 

「浮体式洋上風力発電機設置実証事業」にて設置される（仮称

）三井造船風力発電所は、平成25年度に設置予定です。そのた

めこれも含めて複合的な環境影響を予測・評価いたします。 

鳥類の衝突確率は、平成25年度設置分も含めて算出いた

しました。予測評価においても、3機含めて実施致しまし

た。 

25 １８．牧草地を中心に風車を多数設置する場合は、猛き

ん類等の餌場になっている可能性があるため、餌場とし

ての機能が維持されるかについて検討すること。また、

樹林を伐開・整地して風車を設置する場合は、小動物等

の狩場として利用されるようになる可能性があること

に留意すること。 

対象事業実施区域及びその周辺が海鳥の餌場として利用され

ているかを調査した上で、当該海域が風力発電機設置により、

餌場としての機能が維持されるかについて予測を行います。 

船舶トランセクト調査及び航空機トランセクト調査を

実施し、周辺海域を広く調査し、対象事業実施区域及びそ

の周辺が餌場として利用されているかを調査致しました。

その結果、餌場としての利用はなされていないことがわか

りましたので、それを踏まえた上で予測評価を行いました

。 

26 １９．樹林帯を伐開して風車を設置する場合は、林縁部

の植生構造の変化や風の通り道ができることにより、植

生の退行や樹木衰退減少が発現する可能性があるため、

工事に際しては段階的な伐開、萌芽更新の手法を採用す

る等の工夫が必要になるとともに、動物相の変化も考え

られることから、影響評価に際してはこれらについて考

慮すること。 

（洋上風力発電事業であるため省略） （記載なし） 

27 ２０．風車設置のための土木工事において、埋め戻し、

現状回復を図る旨記載している場合が多いが、現状の定

義を明確にするとともに、回復措置の具体的な内容を示

すこと。特に、緑化の内容については詳細に計画を示す

とともに、切土法面、盛土の周辺及び風車設置基部の整

地部分の状態を明記すること。 

（洋上風力発電事業であるため省略） （記載なし） 

28 ２１．道路及び送電線埋設工事について、計画の詳細が

ほとんど示されていないため、工事の内容によっては重

要種対策や生態系の分断等の可能性について検討する

こと。特に、林道等の拡幅工事や鉄板敷等により一時的

に大型車両の運行を行う場合は、工事部分の重要種が消

滅することがあること、また、側溝等を設ける場合は、

小動物の落下や分断等の影響があることに留意するこ

と。 

（洋上風力発電事業であるため省略） （記載なし） 
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29 ２２．哺乳類の調査手法として、自動撮影調査を実施す

るものとしないものが混在しているが、夜行性の中・大

型哺乳類の生息確認に自動撮影を用いることは一般化

しているため、調査手法として追加を検討すること。ま

た、ブレードへの鳥類等の衝突個体が多くなると、肉食

性哺乳類が集まりやすくなることが考えられることか

ら、事後調査についても検討すること。 

洋上における計画であることから、自動撮影装置を用いた哺乳

類調査は実施致しません。海産哺乳類については、船舶による

ライントランセクト調査に加え、航空機（ヘリ）を用いたライ

ントランセクト調査により、目視確認並びに動画撮影を実施し

、対象事業実施区域及びその周辺における広範の生息状況につ

いて把握致します。 

左欄に示す調査結果は、p.282～p.333に記載致しました

。 

30 ２３．鳥類の予測評価については、ブレード、タワー等

への接近・接触に関して、衝突確率等の算出を行うこと

。また、予測評価に際しては、必要に応じて有識者等か

ら助言を得ながら実施すること。 

洋上での衝突確率の算出手法等、有識者等から助言を受けつつ

可能な限り定量的な予測・評価を行うよう努めます。 

助言をうけつつ衝突確率を算出し、その結果を踏まえて

予測評価を実施致しました。衝突確率の算出結果はp.365

に記載しております。 

31 ２４．風力発電の設備利用率を含め、当該発電所を設置

することによる温室効果ガスの削減効果を定量的に示

すよう努めること。 

本事業の稼働による化石燃料からの代替効果について示すよ

うに致します。 

仮に、設備利用率が35%であった場合の年間発電量算出

を下記に示します。温室ガス削減効果に関しては、前提条

件が明らかになり次第、算定し、事業終了後の報告書等に

記載することを検討いたします。 

○年間発電量 

前提：設備利用率 35% 

・14MW ウィンドファーム：42.92 GWh （＝14MW×24h×365

日×35%） 

＜参考＞ 

2MW 浮体式洋上風力発電設備（ふくしま未来）：6.13GWh 

（＝2MW×24h×365日×35%） 

 

32 ２５．風車の設置箇所が海に近いことから、海域への濁

水の影響について検討すること。 

前述のとおり、水の濁りを評価項目として選定しております。 水質（水の濁り）については、評価書p.243～276に記載

しております。 

33 Ⅲ．平成25年1月23日風力部会での顧問からのご質問 

１．予算の事業区分が異なるということは承知の上で確

認する。自主アセスと法アセスの方法書が同じ時期に出

てきているが、案件の中で全部まとめてはいかがなのか

。また、やることは可能なのか、あくまでも別々にやる

予算の事業区分が異なる点に加え、2MW事業と7MW２基事業では

それぞれ事業目的が異なります。2MW事業では、世界初となる

浮体式洋上変電所の実証を含む浮体式洋上風力発電が、海象条

件の厳しい実証研究海域にて可能であることを確認すること

を目的としています。7MW２基事業では、この2MW事業の結果を

（記載なし） 



別添資料１ 

- 8 - 

 

No 分類 意見の内容 事業者の見解・回答 準備書での対応等 

ほうがよいのか。 踏まえ、将来的事業化では必須となる大規模風車の設置を実証

します。 

7MW２基事業の法アセスの対象事業実施区域を方法書５ページ

に示しておりますが、これは2MW事業の実施区域を内包してお

り、法アセスのなかで2MW事業の影響も含めて予測評価を行う

ことになります。保全措置に関しては、2MW事業ではなく、法

アセスの対象となる7MW２基事業で対応することとなります。 

34 ２．自主アセス分の工事は、いつ着工となるのか。 ２MWの自主アセス分については、25年度中に着工ということに

なります。平成25年の浮体風車の設置時期は、現在のところ７

～８月を予定しております。 

2MW浮体については、平成25年8月下旬頃に設置が完了し

ました。11月中旬頃に運転を開始する予定です。 

35 ３．本日の審査対象分の法アセスの方で、工事工程が4

月からとなっている。かなりスケジュール的にタイトで

はないかと思うが、これでよいのか。 

アセスのスケジュールに関しては、経済産業省も福島県も非常

に協力的であり、迅速に審査を進めていただけると伺っており

ます。 

また工事工程が４月より始まっておりますが、これは正確には

着工というよりも浮体を造り始める部分も含めてのスケジュ

ールになっております。 

準備書p.16 表2.2-3に示すとおり、風力発電機（浮体の

係留）を7月～8月に、ライザーケーブルの設置を8月～9

月に予定しております。 

36 ４．現在対象事業実施区域が海鳥の餌場として利用され

ているかということを調べるとあるが、浮体式の風力発

電機となると、魚類が居つくような漁礁としての役割も

果たすということになり、そこを通過する鳥が誘引する

要素が出てくるのではないかというのが考えられる。 

そういったものを調査する手法などは考えられていな

いのか。 

現在日本国内でも、浮体式も着床式も含めて洋上風力の実証研

究が並行して進んでおり、先行事業でも設置後の調査がなされ

ていくと聞いております。このような先行事例や海外での事例

なども引用しつつ、予測評価していきたいと考えております。 

魚礁効果による鳥類の誘引についても文献を収集致し

ましたが、類似事例は参照できませんでした。船舶レーダ

を用いた事後調査等により、鳥類の飛翔状況を調査し、誘

引の有無を把握したいと考えております。 

また国内の洋上風力の先行事例でもまだ取り纏められ

たものはなく、参照できるデータはありませんでした。 

37 ５．建設機械の稼働と施設の稼働の水中騒音という形で

予測評価を行うということで、「環境保全についての配

慮が適正にされているかを検討する』とあるが、この環

境保全の対象としているのは何なのか。具体的に、海に

生息する哺乳類であるイルカであるとかクジラ、あるい

は魚類、こういうものを念頭に置かれているのか。 

ご指摘のとおり、そのような動物を想定しております。 水中騒音については、魚類や海産哺乳類への影響に着目

し、予測評価を実施致しました。また、魚類や海産哺乳類

の予測に際しても、水中騒音からの結果をもとに、影響の

程度を予測・評価しました。 
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38 ６．方法書の７ページに図があるが、これは2MW級基の

図ではないか。16ページのところに「工事用資機材等の

運搬の方法」という表があり、その下に参考項目として

３点あるが、今回自主アセスであるので今回はここは見

なくていいということか。 

７ページの図は７MWのものになります。また16ページの記載は

ご指摘の通りです。 

（記載なし） 

39 ７．この辺は割に船舶の通行が多いところではないかと

思われ、それについてはどう対処されるのか。 

ご指摘のとおり、実証研究海域は船舶通航が輻輳する海域であ

り、航行安全対策は本事業の目的の一つとして、非常に重要と

位置づけております。 

実証研究海域における船舶通航実態、航行環境等を調査の上、

有識者、海上保安庁、国土交通省、水産庁等関係省庁、当該海

域を利用する航運、海運、レジャーボート、漁業者の方々によ

る船舶航行安全対策委員会を立ち上げ、昼間及び夜間の視認性

の確保、視界不良時の対応、一般船舶・漁船・プレジャーボー

トへの周知徹底・協力依頼等の安全対策の策定を進めておりま

す。 

（記載なし） 

40 Ⅳ．追加の指摘事項について 

１．文献等による鳥類相の表の配列が現在の日本鳥類目

録に沿っていない。日本鳥学会が昨年９月に発行した「

日本鳥類目録改訂 第７版」に準ずるべきである。 

準備書においては、最新の資料に準じた記載にいたします。 鳥類相の配列は、日本鳥類目録改訂 第7版に準じてお

ります。 

41 ２．夜間に渡る鳥類の把握手法として、レーダーを利用

した調査を諸般の事情により行えない場合は、それに代

わる方法で夜間の渡り鳥の状況を調査するべきである。 

本事業は沖合約18kmに設置される浮体式洋上風力発電所であ

り、現在の海域にはレーダーが設置できる構造物等は存在して

おりません。自主アセス事業の供用後調査という位置づけにな

りますが、平成25年7～8月に設置予定である洋上サブステーシ

ョン上にレーダーを設置し、受電後にレーダー調査を実施する

予定をしております。これらの事後調査により、当該海域での

夜間の渡り鳥の状況も押さえられるのではと考えております。 

準備書にて、事後調査として記載致しました。記載箇所

はp.498です。 

42 Ⅴ．平成25年6月4日風力部会での顧問からのご質問につ

いて 

１．悪天時の海鳥は調査できるのか。レーダーを用いる

ことができるのか。 

候補海域の海象条件は大変厳しく、悪天時に出航して調査する

ことは安全上困難です。船舶レーダーによる調査は、平成25年

7～8月に設置予定である洋上サブステーション上において、受

電後に実施する予定をしております。 

船舶レーダーによる調査は、平成25年11月～12月より調

査開始予定です。レーダー調査によって、悪天時の鳥類の

飛翔状況等を把握したいと考えております。 
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43 ２．可視領域図を作成頂きたい。視野角1°の範囲も示

して頂きたい。その上でモンタージュを作成し、客観的

な解析を行って頂きたい。 

海上に設置する計画であることから、視野角1°の範囲からは

必ず視認できることになります。別紙１「可視領域図」のとお

り、視野角1°の範囲には陸域は含まれませんが、候補海域周

辺には定期航路がありますことから、フェリー上からの景観予

測を行います。 

フェリー船上（苫小牧～大洗航路）から景観予測を実施

致しました。準備書p.468～484に調査地点及び調査結果を

記載しております。 

44 ３．鋼管の防腐塗料は何を用いるのか？船舶とは異なり

ドック入りしての塗り替えなどもできないと思われる。

海中の構造物に対しては、電気防蝕技術などもあるので

、検討いただきたい。 

浮体の塗装は、塗り替え等のメンテナンス無しで耐久年数20年

の仕様としております。この仕様は、海洋構造物の先進国であ

るノルウェーのNORSOK(ノルウェー石油産業標準)規格に合格

した特別な塗料及び塗装システムを基にしており、塗料はこの

規格に準拠した第三者機関の試験もしくは塗料メーカーの社

内試験に合格したものを使用します。また、塗装の経年劣化を

考慮し、浮体の部位毎に曝される環境に応じ塗料の選定を行っ

ており、塗料は塗装後に安定した塗膜を形成し、海水中に溶出

することはありません。使用する塗料の詳細は別紙２「主な浮

体使用塗料の例」をご参照ください。 

浮体の没水部にはアノードによる耐久年数20年仕様の電気防

食を併用いたします。 

特に、小名浜での風車設置工事時に着底させる部分については

無塗装で検討しています。その際、塗装による防食に代わって

、設置するアノード数量を増やし、保護する防食容量を広げて

います。 

（記載なし） 

45 ４．地形の起伏などもない条件であり、風車からの騒音

が予測値どおりかどうかを検証することに適している。

稼働後にはそのようなデータを取得して頂きたい。 

定格運転となるような気象・海象条件時に、洋上において騒音

測定を行うことは非常に困難です。併せて設置する洋上変電所

上に騒音計を据え付けることは可能ですが、最寄りの2,000kW

風力発電機から2km離れることになるため、周囲の波の音によ

り正確な測定は難しいと考えます。 

（記載なし） 

46 ５．トランセクトの間隔を1kmとすべきといった意見な

ども出ているが、準備書では最終的に採用した間隔、距

離などの諸元の根拠についても示して頂きたい。 

“Investigation of the impacts of offshore wind turbines 

on the marine environment”(2007)によれば、調査に使用す

る船舶の影響を及ぼさないよう、トランセクトラインの間隔に

ついては2～5kmは離すことが推奨されていることから、本事業

においては3kmとしています。 

左欄に示す根拠は、他の文献等の情報収集の結果も踏ま

え、評価書において記載致します。 
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水中騒音【工事中の測定】 

1) 調査方法 

図1に示す2MW風力発電機について、工事中の水中音の測定を実施した。具体的な工種は、

2MW 風力発電機においては係留アンカー・チェーン敷設とした。測定対象とした作業用船舶

の概要を表 1 に示す。 

 

表 1  係留アンカー・チェーン敷設用作業用船舶 

船種 船名 総トン数 全長 型幅 型深 

敷設作業船 新潮丸 2096t 70.7m 16.0m 6.8m 

姿勢補助船 新世丸 697t 60.98m 11.8m 5.45m 

 (注)上記 2 隻の船舶が連携して作業を行った。 

 

 

作業騒音の距離減衰を把握するために、作業船舶の船体中央部から作業船舶船体軸の直交

方向に 200m 付近、500m 付近、2000m 付近の 3 地点を調査地点とした。調査地点間は移動し

て測定した。なお、作業船から測定船までの距離は、500m までの範囲はレーザー距離計を

用い、2000m 地点については測定船のレーダーを用いて計測した。各調査地点について水深

15m、45m、75m の３水深に水中音マイクを順に移動させて測定した。測定は 1 つの調査地点

の 1 つの深さあたり 5 分間とした。なお、測定中は測定船及び警戒船のエンジンを停止させ

た。使用した測定機器を表 2 に示す。 

 

表 2 水中音圧レベルの測定機器 

水中音圧計 

(ステレオ式自動水中音録音シ

ステム) 

アクアサウンド AUSOMS-7 

ﾊｲﾄﾞﾛﾎﾝ感度:-190dB(0dB/μPa 10kHz) 

最大受波音圧ﾚﾍﾞﾙ：150/140/130/120dB 

周波数範囲:20Hz～20kHz 

録音形式：WAVE 

録音時間：最大168時間 
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2) 調査日時及び気象 

調査日時及び測定時の気象状況は以下のとおりである。 

 

調査日時：平成 25 年 6 月 10 

天候：くもり 

風向・風速：Calm，0.0m/sec 

気温・湿度：20.1℃、76.5％ 

 

表 3 調査時の概要(工事中調査) 

工 種 

作業船

までの

距離＊ 

測定水深(=d) 作業船までの距離(m) 

15m 45m 75m d=15m d=45m d=75m

係留ｱﾝｶ

ｰ・ﾁｪｰﾝ

敷設 

l1 
(09:50～09:55) (09:44～09:49) (09:37～09:42) (318) (265) (235)

10:55～11:00＊＊ 175 

l2 10:15～10:20 10:09～10:14 10:02～10:07 515 513 513 

l3 10:40～10:45 10:34～10:39 10:28～10:33 1852 1852 1852 

＊  l1=200m,l2=500m,l3=2000m 程度であるが、測定毎に正確な距離が異なる(表中右欄に距離を表示)。 

＊＊ チェーン敷設作業に係るチェーンの落下音が大きくなったため、追加測定した。解析においてはこのデータを使用した。 

 

 

3) 調査結果 

① 工事中水中音のオールパス値 

工事中の水中音圧レベル測定結果を表 4 に示す。工事音は、作業船舶のエンジン音による

定常的な音が主たるものであり、時折、アンカーチェーンが船体などに当たり発生する衝撃

性の音が観測された。 

定常音の水中音圧レベル(3 水深の平均値）は、調査地点 l1(175m 離れ)で 141.9dB、調査

地点 l2(514m 離れ)で 136.7dB、調査地点 l3(1852m 離れ)で 130.2dB であった。また、衝撃

性の音は、調査地点 l1 の測定時に観測され、最大値のエネルギー平均値は 144.6dB と定常

音に比べ約 3dB 大きかった。 
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表 4 工事中の水中音圧レベル測定結果 

L eq 45 175 141.9

L max 45 175 144.6

15 515 135.3
45 513 136.5
75 513 138.0

平均 514 136.7
15 1852 130.0
45 1852 130.2
75 1852 130.5

平均 1852 130.2

水中音圧レベル

(dB,0dB=1μPa)

l 3 L eq

l 1

l 2 L eq

調査
地点

評価
値

作業船
からの
距離(m)

測定
水深
(m)

 
 注 1) 表中の「平均」は、水深 15m,45m および 75m 地点での測定結果のエネルギー平均値。 

 注 2) Leq は、作業音のうち、アンカーチェーンが作業船に当たり発生する 

    衝撃音を除いた定常的な部分についての平均値。 

 注 3) Lmax は、作業のうちアンカーチェーンが作業船等に当たり発生する衝撃音のエネルギー平均値。 

 

 

 

② 工事中の水中音の周波数特性 

工事中の水中音の 1/3 オクターブバンド別の周波数分析結果を図 1 に示す。グラフにおい

て、d=15m、45m、75m の 3 深さのデータのエネルギー平均値を描画している。 

図 1 から、係留アンカー・チェーン敷設にかかる定常的な音の 1/3 オクターブバンド音圧

レベルは、調査地点 l1(d=175m)では 500Hz 付近の周波数域でおよそ 132dB、調査地点

l2(d=513～515m)では 200Hz 付近の周波数域でがおよそ 129dB、調査地点 l3(d=1852m)では

250Hz 付近の周波数域でおよそ 121dB とそれぞれ最も大きい。これより高い周波数域では、

音圧レベルは周波数が高くなるにつれ小さくなる傾向がみられる。また、調査地点

l1(d=175m)で観測された、アンカーチェーンが船体に当たり発生する衝撃性の音の 1/3 オク

ターブバンド音圧レベルは、3.15kHz の周波数域でおよそ 136dB と最も大きい。 
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図 1 工事中の水中音の周波数特性分析結果(係留アンカー・チェーン敷設) 

 

暗騒音 

定常的な音 

ｱﾝｶｰﾁｪｰﾝが船

体に当たり発

生する衝撃性

の音 
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4) 作業船舶からの水中音の魚類に対する影響 

① 工事中水中音と魚類の反応 

工事中の水中音の距離減衰性状を図 2 に示す。係留アンカー・チェーン敷設について、

減衰傾向を近似する回帰式の log10(x)の係数(N)は約-11 となっていることから、工事によ

る水中音の音圧レベルは、倍距離あたり約 3dB 減衰することが分かる。既往の研究では、

音波の水中伝搬において、球面波伝搬の場合に N=20，円筒波伝搬の場合に N=10 となると

されており1、測定結果は円筒波伝搬に近い結果となっている。 

作業音のうち定常的な音については作業船から概ね 250m までの範囲で威嚇レベル、す

なわち魚が驚いて深みに潜るか、音源から遠ざかる反応を示すレベルを超えることが予想

される。また、作業音のうちアンカーチェーンが船体に当たることにより発生する衝撃的

な音については、音圧レベルが定常音より 6dB 程度大きいことから、作業船から概ね 400

～500m までの範囲で威嚇レベル、すなわち魚が驚いて深みに潜るか、音源から遠ざかる反

応を示すレベルを超えることが予想される。 

 
 
 

表 5 水中の音圧レベルと魚類の反応 

段階 摘要 音圧レベル 

感覚閾値 魚にようやく聞こえる最小知覚レベル 60～ 80dB(特に感度の良い魚) 
90～110dB(一般的な海産魚) 

誘致レベル 魚にとって快適な音の強さ 
興味のある音であれば音源方向に寄ってくる 

110～130dB 

威嚇レベル 魚が驚いて深みに潜るか、音源から遠ざかる反
応を示す 

140～160dB 

損傷レベル 
(致死レベル) 

魚の内臓やうきぶくろの破裂 220dB 以上(水中穿孔発破の場合) 

出典：（社）日本水産資源保護協会 水中音の魚類に及ぼす影響 平成 9 年 10 月 P16-17 より作成 

  

                             
1 Dr J. Nedwell & Mr D.Howell, A review of offshore windfarm related underwater noise sources. Report 

No.544 R 0308, Oct 2004,P13 
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図 2 作業船舶からの水中音の距離減衰性状 

 

 

5) まとめ 

計画地周辺海域において、現況の水中音を測定したところ、冬季、夏季ともに海生生物に

とって誘致レベル(快適な音の強さ)であった。 

作業船舶からの水中音の測定結果から、作業による水中音は、威嚇レベル(魚が驚いて深

みに潜るか、音源から遠ざかる反応を示す)を超える範囲は、係留アンカー・チェーン敷設

作業では作業船から 300m 程度までの範囲に限られることが確認された。 

 

誘致レベル 
110～130dB 

威嚇レベル 
140～160dB 
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